
【参考資料】

用語解説

用語 説明

イ インフォーマルサービス
地域住民やボランティアが主体となって行う社会福祉サービス。行政
サービスや介護保険サービスなど、公的機関が行う制度にもとづいた社
会福祉サービス（フォーマルサービス）の対語として使われる。

エ ＮＰＯ
特定非営利活動を行う団体。特定非営利活動とは、利益を構成員に分
配することなく、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを
目的とした活動。

オ おひさま広場
都筑区内の公立保育園の庭を解放し、地域の親子の遊ぶ場を提供して
いる事業。育児相談もできる。

オ おやじの会
小中学校の在校生・卒業生の父親たちを中心に構成するボランティア団
体。イベントの開催などを通じて子ども達と交流を図り、学校やＰＴＡと連
携して子どもを育成することを目指す。

オ 親と子のつどいの広場
地域の親子を対象に、親子交流や、育児相談、育児に関する情報の提
供などを行う場。都筑区内には、「すくすくサロン」「ぷらっとカフェ」の２か
所がある。

カ 家庭防災員
「自らの家庭は自らの手で守る」ことを目的として、火災・地震・救急法な
どの知識・技術を習得し、消防署・消防団と協力しながら地域の防火・防
災活動を行う。

カ 環境事業推進委員
ごみの集積場所での分別指導や、ごみの資源化、減量化について地域
での普及・啓発や情報提供などを行っている。

キ 協働
公的サービスを担う異なる主体が、地域課題や社会的な課題を解決する
ために、相乗効果をあげながら、新たな仕組みや事業を創り出したり、取
り組むこと。

ケ 権利擁護
認知症高齢者、知的障害者等判断能力が不十分な福祉サービス利用者
の意思決定を援助し、支援を行うこと。

コ 公園愛護会
公園・緑道の日常的な管理について協力する、地域住民を中心とし
たボランティア団体。公園・緑道の清掃、除草、低木の管理や、公
園利用者へのマナーの呼びかけなどを行っている。

コ 公園で遊ぼう

地域子育て支援拠点「ポポラ」や地域のボランティア、民生委員児
童委員が中心となり、外遊びの楽しさを感じられるよう、地域の親
子が一緒に公園の遊びを楽しむ事業。都筑区内では、ききょう公園
（中川五丁目10）、下藪根公園（池辺町2674）で行われている。

コ 後見的支援制度
民法上の成年後見制度のみではなく、支援を要する障害者の権利擁
護の観点に立って、障害者の日常生活を見守るなど、地域において
安心した生活を送ることができるために行う支援。

コ 子ども会
自治会や関係団体と連携しながら、「地域で育てる地域の子」を合
言葉に、地域での伝統行事、スポーツ活動、清掃活動等さまざまな
活動をしている。

コ コミュニティハウス
小中学校の空き教室や既存施設を活用したもので、グループ活動な
どに利用できる研修室や和室、市民図書室（一部の施設にはなし）
などがある。都筑区では７館が整備されている。

コ
こんにちは赤ちゃん
訪問事業

生後４か月までの乳児のいる家庭を地域の訪問員が訪問し、様々な
不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うなど、乳児
のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、家庭
の孤立化を防ぎ、子育て環境の整備を図る事業。

サ 支えあい連絡会

地域ケアプラザを事務局として、地域の福祉保健活動を実施してい
る団体、グループ、個人等が連携を図ることにより、それぞれの活
動の推進とともに課題の共有から地域課題への取組が進み、支えあ
いの地域づくりの発展を目指す柔軟なネットワーク。
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用語 説明

サ サロン
身近な地域で様々な人が気軽に集える「場」のこと。自治会館や地
域ケアプラザ、空き店舗など、地域の様々な場所で開かれている。

シ 社会福祉協議会

社会福祉法に基づき、社会福祉の増進を図ることを目的に、全国・都道
府県・市区町村のそれぞれに組織されている、社会福祉法人の民間の
組織。
【都筑区社会福祉協議会】
高齢者、障害者、児童など誰もが安心して生活することができる福祉の
まちづくりの実現を図ることを目的に、地区社会福祉協議会の支援やボ
ランティア活動の支援など様々な地域の福祉増進に取り組んでいる。
【地区社会福祉協議会】
住民主体の任意団体で、概ね地区連合町内会自治会を単位として自分
たちの地域の福祉のまちづくりを目的に協力し合う総括的な団体。都筑
区には14の地区社会福祉協議会が組織されている。

シ
障害者地域活動ホーム
「くさぶえ」

障害児者の地域生活を支援する拠点施設。デイサービス事業や余暇
活動支援などを実施している。

シ 消費生活推進員
消費生活に関する地域のリーダーとして、悪質商法の対策など、普
及啓発活動を行う。

シ 食育
国民一人ひとりが自らの「食」について考える習慣を身につけ、生
涯を通じて健全で安心な食生活を実現できるよう、子どもの時か
ら、食に関する知識と、食を選ぶ力を育んでいく取組。

シ
食生活等改善推進員
（ヘルスメイト）

食生活等改善推進員セミナー修了者で組織され、食生活改善を目的に、
地域で栄養・運動・休養のバランスのとれた健康づくりを推進するボラン
ティア活動を行っている。

シ 自治会町内会
福祉・環境・防犯・防災など、それぞれの地域に起こる問題を自主的に解
決し、地域住民相互の連帯と親睦を図るために組織された、自主的・民
主的な団体。

シ 消防団

　火災発生時における消火活動、地震や風水害といった大規模災害発
生時における救助・救出活動、警戒巡視、避難誘導、災害防ぎょ活動な
どを行う市町村の消防機関の一つ。また、災害発生時だけでなく、平常
時も、訓練のほか、応急手当の普及指導、住民への防災指導、特別警
戒、広報活動など、地域における消防力・防災力の向上や地域コミュニ
ティの維持・振興において重要な役割を担う。

セ 青少年指導員

地域社会における青少年の自主的活動とその育成組織活動を推進す
ることにより、青少年の健全育成を図ることを目的として、横浜市
から委嘱されている。自治会町内会を中心に地域から推薦され、都
筑区青少年指導員連絡協議会として活動している。

セ 成年後見制度

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力が不十分な成年
者が安心して生活できるように保護し、支援する制度。本人の判断
能力の状態に応じて、補助・保佐・後見からなる法定後見制度と、
あらかじめ本人が後見人になる人を決めておく、任意後見制度の２
つに分けられる。法的に権限を与えられた後見人等は、本人に代
わって財産管理や身上配慮を行う。

セ 善意銀行
善意の預託（寄付）を預かり、区内の当事者団体、社会福祉施設、
地域福祉活動団体などに配分を行う事業。区社会福祉協議会で行わ
れている。

タ 体育指導委員
スポーツ振興法、横浜市体育指導委員規則に基づく非常勤公務員
で、主な活動として自治会町内会を中心とした各地域においてス
ポーツ・レクリエーションの普及活動を行っている。

チ 地域活動支援センター
障害者が地域において自立した日常生活・社会生活を営むことがで
きるよう創作活動や生産活動を行う場。

145



用語 説明

チ 地域ケアプラザ

地域の福祉保健活動を支援するとともに、福祉・保健に関するサー
ビス等を身近な場所で総合的に提供する施設。都筑区では現在５館
が整備されている。
【コーディネーター】
地域ケアプラザの事業の一つである「地域活動・交流事業」部門の
担当者。必要な人への支援のあり方や地域の課題を、地域住民と連
携しながら解決していく役割を担う。

チ
地域子育て支援拠点
「ポポラ」

就学前（０～３歳）の子どもとその保護者が遊び、交流するスペー
スの提供、子育て相談、子育て情報の提供を行う。また、地域で子
育て支援に関わる方のために研修会を実施したり、子育て支援の
ネットワークづくりの拠点としての役割を担う。

チ
地域の見守りネットワー
ク構築支援事業

「地域での見守り」を目的とした様々な活動を、地域全体で共有
し、地域住民の孤立防止・閉じこもり防止を目的に行われている。
主に高齢者を中心に、障害児者、子どもなどを含め、広く地域の見
守り活動を推進するもの。都筑区では、かちだ地区において、「か
ちだ地区おもいやりネットワーク」が行われ、地域の中で孤立しが
ちな、ひとり暮らしの高齢者や夫婦のみの高齢者世帯などに対する
見守り、声かけ活動など、地域全体で行えるような仕組みづくりを
進めている。

チ 地域包括支援センター

介護保険制度に位置づけられた機関で、高齢者が自分の住み慣れた
地域で安心して暮らしていくための身近な総合相談窓口として横浜
市が設置。主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師等が配置さ
れ、相互に連携しながら、総合相談、権利擁護、介護予防マネジメ
ントなどを総合的に行う。横浜市では「地域ケアプラザ」の一つの
機能として整備している。

チ 地域防災拠点

地震による家屋の倒壊や、洪水による家屋の浸水などにより自宅に
戻ることができない場合に、一定期間避難生活を送る場所（震災時
避難場所）。防災資機材や、飲料・食材の備蓄場所などになってい
る。都筑区では現在27ヶ所が整備されている。

チ 地区センター
区民が、スポーツ、レクリエーション、クラブ活動を通じて相互の
交流を深めることのできる場。会議室、料理室、和室、体育室など
が利用できる。都筑区では４館が整備されている。

ツ 都筑区民活動センター

地域の市民活動全般を応援する施設で、学習情報の提供や機材の貸
出し、ミーティングコーナー・印刷機の利用に加え、市民活動に関
する情報提供、パソコンでの情報検索、グループボックスの貸出し
などを利用できる。都筑区総合庁舎１階。

二 認知症サポーター
認知症サポーター養成講座を受講した人。認知症を正しく理解し、
認知症の人や、その家族を見守る応援者となる役割を持つ。

二 認知症サポート連絡会
区内の高齢者施設、民生委員児童委員、認知症キャラバン・メイト
などにより構成されており、意見を出し合いながら、認知症への理
解促進、見守りの普及啓発などの取組を進めている。

フ 福祉農園
障害者や地域住民等でさつまいも掘りや出店、ステージイベントを
行う。障害者と地域住民との交流を目指した行事。

フ
福祉保健活動拠点「か
けはし都筑」

地域における区民の自主的な福祉保健活動等のための場。地域の福祉
保健活動やボランティア活動を行っている団体等の活動拠点として、団
体交流室、多目的研修室、印刷機、ロッカー、メールボックスなどが利用
できる（要登録）。

フ 婦人会
女性の修養・趣味・社会活動などを目的として結成された団体。自治会町
内会への協力や研修などを通して、地域活動に参加する。
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フ プレイパーク
地域住民が中心となり、公園の一部を子どもの居場所として活用しなが
ら子どもの自主性や創造力をはぐくむ取組。都筑区では、鴨池公園内で
「まんまるプレイパーク」が行われている。

ホ 防犯指導員
地域の防犯に関するいろいろな課題や問題について、地域と警察、区役
所などとの連携・調整を行う。また、地域における安全の推進と防犯意識
の高揚・普及のために活動する。

ホ 保健活動推進員
地域の幅広い保健衛生活動、健康増進活動を行い、地域の健康づく
りに貢献している。

ホ 保護司
犯罪や非行を犯した人が保護観察を受けることになると、面談をし
て、生活相談など、社会復帰への支援を行う。また、犯罪や非行を
防ぐための予防活動も行う。

ホ ボランティアセンター
ボランティアに関する情報の収集と発信、相談対応とコーディネー
ト、ボランティアに関する教育・研修の場、ボランティアの情報交
換の場として、区社会福祉協議会の中に設置されている。

ミ 水辺愛護会

地域の水辺環境を良好に保ち、市民が快適に水辺とふれあい親しむ
ことができるように、美化活動を行うボランティア団体。水辺の清
掃や除草を行うほか、ホタルの育成・放流や、大規模な花壇作りを
行う団体もある。

ミ 民生委員児童委員

社会福祉増進のため、地域住民の生活状況の把握、支援を必要とす
る人への相談・助言等を行っている。また、児童及び妊産婦につい
て関係行政機関の事務への協力、援助や相談活動等を行っている。
【主任児童委員】
地域において、子育てや不登校、いじめ、虐待など児童に関する相
談を専門的に担当する民生委員児童委員。

ユ
友愛活動員
友愛活動推進員

老人クラブの会員などにより組織され、高齢者宅の訪問など地域に
おける福祉の実践活動や情報の伝達を推薦している。友愛活動員は
横浜市老人クラブ連合会理事長から、友愛活動推進員は横浜市長か
ら委嘱を受けている。平成23年度からは、友愛活動推進員の市長委
嘱が廃止になり、どちらも友愛活動員として活動を継続する。

レ 連合町内会自治会
複数の自治会町内会で組織され、主として自治会町内会相互の連絡
調整や住民の親睦、地域活動を行う組織。

ロ 老人クラブ

老人福祉法に基づき、おおむね60歳以上の方が自主的に運営してい
る組織。同じ地域に住む同じ世代同士が知り合い、趣味やスポーツ
を通して仲間の輪を広げ、楽しく心豊かな生活を実現するために活
動している。
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【参考資料】

役員 氏名 団体名等

委員長 大山　学 区医師会

副委員長岩嶋　伸幸 区連合町内会自治会

副委員長志村　一郎 区社会福祉協議会

委員 柴田　正 地区社会福祉協議会

委員 佐藤　栄子 区民生委員児童委員協議会

委員 石田　宣子 中川地域ケアプラザ

委員 加藤　和夫
介護老人保健施設「都筑ハートフルステーショ
ン」

委員 大貫　洋子 区社会福祉協議会ボランティア市民活動等分科会

委員 盛　淳子 NPO法人 ワーカーズコレクティブふれあい都筑

委員 蛯名　さゆり 区障害児・者福祉団体連絡協議会

委員 川原　美智子 学識経験者

委員 片岡　勇司 区社会福祉協議会事務局

委員 花田　清廣 区福祉保健センター

　　　　　　　　　　　　　　　　【任期：平成18年６月20日～平成23年３月31日】（敬省略・順不同）

都筑区地域福祉保健計画推進委員会名簿



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

▽ 横浜市都筑区役所福祉保健課(2 階 22 番窓口) 

   〒224-0032 

   横浜市都筑区茅ケ崎中央３２－１ 

    Tel ０４５－９４８－２３４４ 

   Fax ０４５－９４８－２３５４ 

E メール tz-tifuku@city.yokohama.jp  

 

▽ 都筑区社会福祉協議会 

   〒224-0006 

   横浜市都筑区荏田東４－１０－３ 

    Tel ０４５－９４３－４０５８ 

   Fax ０４５－９４３－１８６３ 

E メール info@tuzuki-shakyo.jp 

問合せ 

横浜市都筑区福祉保健課 
平成 23 年２月発行 

横浜市都筑区茅ケ崎中央 32-1 

Tel 948-2344 Fax 948-2354 




